
食品関係 [広島県商工会ビジネスマッチングフェア 2012] 

 

ＫＯＫＯカンパニー 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 食品・加工卸 販売 

住所 〒720-1702 神石郡神石高原町上豊松 72-8 代 表 者 池口 直也 担当者  

TEL 0847-89-0049 FAX 0847-89-0049 URL http://kokokan-mentikatu.jimdo.com 

自社 

ＰＲ 

神石高原町の特産品を加工、製造、卸し、販売しています。 

特産品の開発。 

 

出展 

品目 

『神石高原メンチカツ』 

 広島和牛を贅沢に使用したジューシーメンチカツ 

『神石高原 揚げ物ドレッシング』 

 揚げ物をあっさりと食べられるよう開発。 

サラダにもご使用ください。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種  

 

株式会社 後藤商店 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 食酢製造販売 

住所 〒729-5121 庄原市東城町川東 1133-11 代 表 者 後藤 茂行 担当者 横山 睦子 

TEL 08477-2-0070 FAX 08477-2-0770 URL http://www.akasu.co.jp 

自社 

ＰＲ 

酒粕を原料に昔ながらの製法で造ったお酢です。じっくり造る弊社の酢は

“ツン”と鼻に抜ける酸味が少ない酢です。オシャレな瓶に入った食酢は

ご贈答としてもお使いいただきます。 

 

出展 

品目 

『ゴトウの赤酢』 

 酒粕を原料にした、まろやかなお酢 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種  

 

ごはんや えんず 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 飲食業 

住所 〒739-2201 東広島市福富町上竹仁 226-1 代 表 者 原 直樹 担当者 原 さゆり 

TEL 082-435-3738 FAX 082-428-6202 URL  

自社 

ＰＲ 

広島県福富町の自然に囲まれ、硫黄山の水・豊かな土壌で作る採れたて

酵素野菜を中心に使った、京都おばんざいのお店です。 

 

出展 

品目 

『京旨 和風ドレッシング』 

 店内で好評のため売り出しました。昆布・椎茸が入った和風たま

ねぎドレッシングです。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 小店舗の小売業者（出来れば野菜を専門的扱う店） 

 

http://kokokan-mentikatu.jimdo.com/
http://www.akasu.co.jp/


食品関係 [広島県商工会ビジネスマッチングフェア 2012] 

 

ＳＡＫＵＲＡ ＤＯＮＵＴ 
（合資会社オープンイン） 

出展 

コーナー 食 品 業務内容 菓子製造販売業・卸売業 

住所 〒732-0006 広島市東区戸坂桜西町 8-4-104 代 表 者 開内 孝之 担当者 関内 玉美 

TEL 082-220-1045 FAX 082-220-1045 URL http://sakura-donut.com 

自社 

ＰＲ 

当店は、開店当初より地産・地消にこだわり地元食材を使った焼きドー

ナツを販売いたしております。現在は、卸業にも力を入れ、ひろしま夢

ぷらざ・ＪＲ西日本・ローソンなどでも販売させていただいております。 

 

出展 

品目 

『広島県産米粉プレーン焼きドーナツ』 

 広島県産米粉を生地に練り込んだ全ての商品のベースとなる商品で

す。 

『大崎上島ブルーベリー焼きドーナツ』 

 大崎上島産ブルーベリーを練り込んだしっとり食感ドーナツ 

『瀬戸田レモン焼きドーナツ』 

 瀬戸田のレモンパウダーを生地に練り込みレモンチョコをつけて仕

上げました。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 小売・物販業 

 

砂谷
さごたに

 株式会社 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 製造業 

住所 〒738-0513 広島市佐伯区湯来町伏谷 1321 代 表 者 久保 太一郎 担当者 野上 勝明 

TEL 0829-86-0616 FAX 0829-86-2704 URL http://www.sagotani.net 

自社 

ＰＲ 

砂谷牛乳は工場から 1 時間以内の限定７軒の酪農家の新鮮な生乳を毎

日集乳。旨みの違いは土づくり草づくり健康な牛づくり。パスチャライ

ズ殺菌で牛乳のおいしさを生かし、栄養も優しく体に取り込まれます。 

 

出展 

品目 

『砂谷牛乳』 

 広島県北西部の７軒の酪農家から集乳した、酪農家指定牛乳。85℃

20分間保持殺菌。豊かな風味とコクをお楽しみください。 

『砂谷低脂肪』 

 部分脱脂した生乳を 50％使用し、砂谷牛乳を加えました。牛乳の

栄養分はそのままに脂肪分を 1.5％に抑えました。 

『ん・モ～好腸!!なな子さんヨーグルト』 

 まろやかでリッチな味わい。人の腸を代表する乳酸菌を使用し、

じっくり発酵させました。甘味はきび砂糖とオリゴ糖。 

商談ポイント 販路拡大・仕入先開拓 商談希望業種  

 

株式会社 サタケ 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 
食品産業総合機械及び 

食品の製造販売 

住所 〒739-8602 東広島市西条西本町 2-30 代 表 者 佐竹 利子 担当者 亀本 大輔 

TEL 082-420-8634 FAX 082-423-3627 URL http://www.satake-japan.co.jp 

自社 

ＰＲ 

お米とともに歩んできて 116年。精米機をはじめ、様々な機械の開発・

研究を行って参りました。乾燥の技術研究から生まれた非常食マジック

ライス。まさかの時に備えて是非ご検討ください。 

 
 

 

出展 

品目 

『マジックライス』 

 お湯やお水を適量加えることによってご飯に戻る、長期保存がで

きる災害食です。 

『マジックパスタ』 

 マジックライスと同様、水分を加えることでパスタが食べられま

す。アウトドアなどにも最適です。 

商談ポイント 販路拡大・企業備蓄 商談希望業種 販売卸（販売ルートとして）・一般企業（企業備蓄として） 

http://sakura-donut.com/
http://www.sagotani.net/
http://www.satake-japan.co.jp/
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新庄みそ 株式会社 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 食品製造業 

住所 〒733-0003 広島市西区三篠町 3丁目 12-23 代 表 者 山本 弘樹 担当者 大久保卓馬 

TEL 082-237-2101 FAX 082-509-0017 URL http://www.shinjyo-miso.co.jp/ 

自社 

ＰＲ 

創業以来 80余年。 

新庄みそは、広島の味を頑固に守り続けています。 

 

出展 

品目 

『かきだし入りみそ 500ｇ』 

  

『かきふりかけ 30ｇ』 

  

『広島だんご汁 手づくりセット 3人前』 

  

商談ポイント 販路拡大・仕入先開拓・提携先 商談希望業種 ― 

 

農事組合法人 神
しん

峯
ぽう

園
えん

 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 農産物生産販売加工業 

住所 〒725-0302 豊田郡大崎上島町原田 363 代 表 者 横本 正樹 担当者 横本 悠樹 

TEL 0846-64-3911 FAX 0846-64-3338 URL http://www.shinpoen.com/ 

自社 

ＰＲ 
大崎上島産 100％にこだわったフルーツ加工品販売業です。 

  

出展 

品目 

『ブルベリージャム』 

  大崎上島産 100％ 

 

『いちぢくジャム』 

  大崎上島産 100％ 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 ― 

 

西洋菓子 無花果
い ち じ く

 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 洋菓子製造販売 

住所 〒731-5136 広島市佐伯区楽々園 3-13-2 代 表 者 大門 洋三 担当者 大門 洋三 

TEL 082-922-2080 FAX 082-923-1360 URL http://www.ichijiku.com 

自社 

ＰＲ 

創業 26年、五日市・楽々園の住宅街でフランス菓子に拘りつづけお菓

子の美味しさの感動を伝えつづけました。この度は、お土産菓子に挑戦

中です。 

 

出展 

品目 

『せとだレモンケーキ「またきて四角」』 

 日本一の生産量を誇るせとだレモン。 

その美味しさをレモンケーキ「またきて四角」でお伝えします。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種  

 

http://www.shinjyo-miso.co.jp/
http://www.shinpoen.com/
http://www.ichijiku.com/
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清流厨房 せせらぎぶんこう 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 飲食業・菓子製造業 

住所 〒738-0224 廿日市市栗栖 188-283 代 表 者 竹本 広志 担当者 竹本 広志 

TEL 0829-72-2728 FAX 0829-72-2728 URL http://www.seseragi-bunkou.com 

自社 

ＰＲ 

広島県西部小瀬川上流の羅漢峡にあるカフェレストラン。老舗料理店で

修業した店主が、世代を超えて楽しめる手料理を提供しています。 

地元に 400年前から残る古道ＰＲのため、古道の石畳をモチーフに焼き

菓子を作りました。 

 

出展 

品目 

『羅漢峡古道ワッフル』 

 ４００年前から現存する古道の石畳をモチーフに焼いたおみやげ用 

ワッフル 

『羅漢峡育ち ブルーベリージャム・紅ほっぺいちごジャム』 

 地元浅原地域で育った完熟ブルーベリーと紅ほっぺいちごのジャム 

『清流水仕込み 生ワッフル』 
 地元のフルーツを挟み込んだ、ふわふわ食感の生ワッフル 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 デパート・専門店・スーパー等 

 

瀬戸内ベリーファーム 
（広南開発 株式会社） 

出展 

コーナー 食 品 業務内容 建設業・農業 

住所 〒737-1377 呉市倉橋町 9483-1 代 表 者 中川 幸雄 担当者 中川 博文 

TEL 0823-54-1581 FAX 0823-54-2013 URL http://www.setouchiberryfarm.com 

自社 

ＰＲ 

大変希少な高級果実ボイセンベリーの生産加工販売を行っています。甘

酸っぱく爽やかな味わい、フランボワーズに似た芳醇な香り、美しいダ

ークレッドがお菓子作りやお料理に新しいインパクトを与えます。 

 

出展 

品目 

『ボイセンベリーフルーツソース』 

 ヨーグルトやアイスクリームにかけていただくと最高です。 

 試食販売いたします。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 ホテル・レストラン・ケーキ屋さん 

 

ＮＰＯ法人 善
ぜん

菊会
ぎくかい

 
出展 

コーナー 食 品 業務内容 特定非営利活動法人 

住所 〒729-6614 三次市三和町羽出庭 3022 代 表 者 坂田 尚也 担当者 林 敬子 

TEL 0824-52-2101 FAX 0824-52-3130 URL http://taorin.konjiki.jp/zengikukai/ 

自社 

ＰＲ 

健康志向の食物繊維たっぷりの飲むルバーブ酢と、にんにくドレッシン

グにルバーブ酢を加えたドレッシングは、幅広く料理の王者として栄養

が高く、日本を代表する食文化を支える調味料です。是非、日常の食卓

にどうぞ！ 

 

出展 

品目 

『飲むルバーブ酢（180ml）』 

 シベリア南部原産の植物で古代ギリシャ・ローマ時代から栽培されて

きた野菜。3～5 倍に薄めて、冷水や麦茶に入たり、焼酎の水割りに

加えてカクテル風味に…。 

『にんにくドレッシング（200ml） 

 健康食の王者であるにんにくにルバーブ酢を加えてあり、野菜や焼き

魚・ステーキ（豆腐・肉）にお好みにかけて召し上がると最高に味に。 

『自在鉤』 

 一ヶ年かけて「くんせい」加工。金具は使用せず木製品で仕上げ。 

商談ポイント 販路拡大 商談希望業種 食品、建築 

 

http://www.seseragi-bunkou.com/
http://www.setouchiberryfarm.com/
http://taorin.konjiki.jp/zengikukai/

